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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 34,466 8.9 2,285 59.4 2,072 63.4 1,061 △3.9
22年3月期 31,635 △7.1 1,433 ― 1,268 ― 1,104 ―

（注）包括利益 23年3月期 1,216百万円 （△20.7％） 22年3月期 1,534百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 48.16 ― 11.3 6.2 6.6
22年3月期 50.12 ― 13.2 3.9 4.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 33,290 10,874 29.5 445.00
22年3月期 33,662 10,026 26.7 407.59

（参考） 自己資本   23年3月期  9,804百万円 22年3月期  8,981百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 4,854 △1,448 △2,643 5,332
22年3月期 5,221 △1,340 △2,445 4,617

2.  配当の状況 

(注)24年３月期の配当につきましては、現時点で未定とさせていただきます。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 9.00 9.00 198 18.0 2.4
23年3月期 ― ― ― 9.00 9.00 198 18.7 2.1
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の見通しにつきましては、震災の生産活動への影響がいつまで続くか現時点では不透明であり、業績予想が難しい状況となっております
ので未定とさせていただきます。業績の見通しが明確になった段階で速やかに開示する予定であります。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 22,100,000 株 22年3月期 22,100,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 66,752 株 22年3月期 64,935 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 22,034,236 株 22年3月期 22,036,080 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 28,517 5.7 872 △7.3 1,222 23.4 542 △10.7
22年3月期 26,988 △4.5 941 ― 990 ― 607 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 24.62 ―
22年3月期 27.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 28,721 9,431 32.8 428.06
22年3月期 29,080 9,009 31.0 408.35

（参考） 自己資本 23年3月期  9,431百万円 22年3月期  9,009百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続き対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは実施中でありま
す。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている将来に関する事項は、本資料の発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際には様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１． 経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策にも支えられ前半は回復基調を示しました。秋

以降は駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込み等から足踏み状態となっておりましたが、３月の東

日本大地震によって深刻な状況に陥りました。とくに当社製品の主要な需要先である自動車産業におきま

しては、震災の影響で部品調達が滞り、生産台数が大きく減少しました。この結果、３月の国内新車販売

台数は、前年同月を35％以上も下回り、通期でも5.7％の減少と大きな影響を受けました。 

このような環境のなか、当社では、2008年のリーマン・ショック以降、引き続き需要の変動に柔軟に対

応できるよう総工数を管理しながら、設備投資の抑制や経費の徹底節減を図り、収益体質の徹底改善に取

組みました。北米子会社におきましては、顧客との連携により、不採算部品の収益改善目標も達成できま

した。この結果、連結売上、利益ともに概ね計画どおりに推移しておりましたが、震災により、３月は大

幅な受注減となりました。 

なお、岩手県奥州市にあるファインシンター東北株式会社も被災し、ご心配をおかけいたしましたが、

幸いにも人的被害はなく、関係者のご尽力により、短期間で操業を再開できました。 

これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は、前年比8.9％増加し344億66百万円となり、連結経常利

益は前年比63.4％増加し20億72百万円、連結当期純利益は10億61百万円となりました。 

部門別の連結売上高は以下のとおりです。 

 

＜粉末冶金製品部門＞ 

粉末冶金製品につきましては、主要顧客からの自動車用部品の受注が増加したことにより、連結売上高

は前期比8.2%増加し325億円48百万円となりました。用途別の売上高構成は後述のとおりです。 

＜油圧機器製品部門＞ 

油圧機器製品につきましては、欧米向けの輸出受注が増加したことにより、連結売上高は前期比24.4%

増加し19億円18百万円となりました。用途別の売上高構成は後述のとおりです。 

 

(次期の見通し) 

今後の見通しにつきましては、震災の影響がいつまで続くか現時点では不透明であり、業績予想が難し

い状況となっておりますので未定とさせていただきます。業績の見通しが明確になった段階で速やかに開

示する予定であります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産については、有形固定資産の減少などにより、前期末に比べ 3 億 72 百

万円減少し(前期比 1.1％減)332億 90百万円となりました。 

総負債については、借入金の減少などにより、前期末に比べ 12 億 20 百万円減少し(前期比％5.2

減)224億 16 百万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ 8億 47 百万円増加し(前期比 8.5％

増)108億 74 百万円となりました。 

-2-



(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

 

② キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は 53 億 32百万円と、前期末に比べて 7億 14

百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額が少なくなったことなどにより、48億 54

百万円と前期に比べ 3 億 66 百万円のキャッシュインの減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入の減少などにより、14 億 48 百

万円と前期に比べ 1億 7百万円のキャッシュアウトの増加となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出の増加などにより、26 億 43

百万円と前期に比べ 1 億 97 百万円のキャッシュアウトの増加となりました。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行なうことを基本

としつつ、企業体質の強化及び今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行なうこととしてお

ります。 

当期の配当金につきましては、前期と同額の１株につき９円とさせていただく予定です。 

次期の配当金につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、今後

の業績等を見きわめた上で、配当予想が固まり次第、速やかに開示いたします。 

 

（４）事業等のリスク 

 当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、次のようなものがあります。 

① 原料価格の変動 

当社グループでは粉末冶金製品の原材料として鉄粉等の金属粉を使用していますが、これらの原料価

格が高騰し、その際、製品価格に反映することが困難な場合は、業績に影響を与える可能性があります。 

② 為替変動によるリスク 

 当社の海外の連結子会社は外貨建ての輸出入が中心であるため、為替レートの変動により、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

③金利の変動 

 当社グループの借入金は、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響を与える可能性があります。 
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２． 企業集団の状況 
 

当社の企業集団は、当社、製造子会社５社で構成され、粉末冶金製品の製造販売を主な事業内容として

おり、関連当事者（その他の関係会社）であるトヨタ自動車㈱には継続的に粉末冶金製品を販売しており

ます。 

当グループの事業に係る位置づけ、及び事業の種類別セグメントとの関連は次の通りであります。ファ

インシンター東北㈱は当社の粉末冶金製品の製造を行っており、またファインシンター三信㈱、タイファ

インシンター㈱、アメリカンファインシンター㈱、及び精密焼結合金(無錫)有限公司は、粉末冶金製品の

製造及び販売を事業内容としております。 

 

 

 

　

得　　意　　先　　(　ト ヨ タ 自 動 車 ㈱　他　)

(当社)

 ㈱ファインシンター

粉末冶金製品と油圧機器
製品の製造･販売

（国内製造子会社）

　○　ファインシンター三信㈱

粉末冶金製品の製造･販売

(注）

製品の流れ

建物､機械装置の賃貸

○ 連結子会社

（海外製造子会社）

　○　タイファインシンター㈱

　○　アメリカンファインシンター㈱

　○　精密焼結合金(無錫)有限公司

粉末冶金製品の製造･販売

粉末冶金製品の製造

（国内製造子会社）

　○　ファインシンター東北㈱
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３． 経営方針 
 
（１） 会社の経営の基本方針 

当社は２１世紀に勝ち残り、世界有数の企業として飛躍していく決意を込めて、経営理念を制定しその

実現に向けて努力しております。 

〔基本理念〕 

 ものつくりを通し、すみよい社会と人々の幸せに貢献する。 

〔長期方策〕 

① ２１世紀に勝ち残る企業基盤を確立する。 

・品質第一に徹し、魅力ある商品・技術を実現 

② 良い社風を築き、地域に貢献する企業を目指す。 

③ 明るく働きがいのある職場を築く。 

お客様満足度№１を目指し、ものつくりに徹し、魅力ある商品をタイムリーに世界のどこにでもお

届けすることが地域社会に貢献できることであり、人々の幸せに通じるとの確信を表明したものです。 

 
（２） 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、直面する国際的な価格競争に打ち勝つため、具体的な成果に結びつく新製品・新技術の開発ス

ピードを早め、低コスト化技術や高精度化技術の確立、タイムリーな実用化を図ってまいります。また､

自動車業界のグローバル化に対応した供給体制を積極的に構築してまいります。 

 
（３） 会社の対処すべき課題 
① 東日本大震災による厳しい経済環境を乗り切り、一層スリムで強靭な企業体質づくり 

② 生産量の変動に柔軟に対応し国内外での生産体制の見直し、適正化 

③ 海外事業における国際的なコスト競争力の確保 

④ 開発スピードの向上 

⑤ 鉄道車両分野と油圧機器分野における拡販 
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４． 連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 
     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(平成 23年３月 31日) 

資産の部       
 流動資産       
  現金及び預金  4,833   5,622  
  受取手形及び売掛金  7,788   7,137  
  商品及び製品  514   622  
  仕掛品  1,236   1,301  
  原材料及び貯蔵品  773   990  
  繰延税金資産  34   38  
  その他  112   131  
  貸倒引当金  △2   △2  
  流動資産合計  15,290     15,839  
 固定資産       
  有形固定資産       
   建物及び構築物  9,793   10,025  
    減価償却累計額  △4,957   △5,270  
    建物及び構築物（純額）  4,836     4,754  
   機械装置及び運搬具  31,160   30,488  
    減価償却累計額  △24,411   △25,026  
    機械装置及び運搬具（純額）  6,749     5,462  
   工具器具及び備品  6,627   6,415  
    減価償却累計額  △5,898   △5,738  
    工具器具及び備品（純額）  728     676  
   土地  3,180   3,178  
   リース資産  740   830  
    減価償却累計額  △118   △180  
    リース資産（純額）  622   650  
   建設仮勘定  429   661  
   有形固定資産合計  16,546     15,383  
  無形固定資産       
   のれん  56   37  
      電話加入権  11   11  
   リース資産  80   111  
   その他  74   71  
   無形固定資産合計  223     232  
  投資その他の資産       
   投資有価証券  1,295   1,459  
   長期貸付金  204   162  
   繰延税金資産  42   128  
   その他  75   94  
   貸倒引当金  △15   △10  
   投資その他の資産合計  1,602     1,834  
  固定資産合計  18,372     17,450  
 資産合計  33,662     33,290  
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     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(平成 23年３月 31日) 

負債の部       

 流動負債       

  支払手形及び買掛金  5,451   5,749  

  短期借入金  7,858   5,810  

  一年以内返済予定の長期借入金  1,301   1,279  

  リース債務  102   124  

  未払法人税等  97   116  

  未払消費税等  297   72  

  未払費用  454   424  

  繰延税金負債  6   8  

  賞与引当金  737   865  

  役員賞与引当金  22   28  

  設備関係支払手形  77   249  

  その他  371   642  

  流動負債合計   16,779     15,371   

 固定負債       

  長期借入金  2,855   2,572  

  リース債務  729   765  

  繰延税金負債  300   408  

  退職給付引当金  2,501   2,626  

  役員退職慰労引当金  104   96  

  資産除去債務   －    283  

  その他   364    291  

  固定負債合計   6,856     7,044   

 負債合計   23,636     22,416   

純資産の部       

 株主資本       

  資本金  2,203   2,203  

  資本剰余金  1,722   1,722  

  利益剰余金  5,211   6,073  

  自己株式  △20   △21  

  株主資本合計   9,116     9,978   

 その他の包括利益累計額       

  その他有価証券評価差額金  370   449  

  為替換算調整勘定  △506   △623  

  その他の包括利益累計額合計   △135     △173   

 少数株主持分  1,045   1,069  

 純資産合計   10,026     10,874   

負債純資産合計   33,662     33,290   

-7-



(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
連結損益計算書 
     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

売上高   31,635     34,466   

売上原価  27,136   28,920  

売上総利益   4,499     5,546   

販売費及び一般管理費       

 荷造運搬費  642   674  

 給料  742   759  

 賞与  176   228  

 退職給付費用  86   64  

 福利厚生費  173   209  

 減価償却費  89   77  

 研究開発費  248   240  

 役員賞与引当金繰入額  24   28  

 役員退職慰労引当金繰入額  31   23  

 その他  852   953  

 販売費及び一般管理費合計   3,066     3,261   

営業利益   1,433     2,285   

営業外収益       

 受取利息  13   20  

 受取配当金  25   23  

 業務受託手数料  22   －  

  助成金収入 

 

 32   12 

 

 

 作業くず売却収入  31   48  

 為替差益  26   －  

 雑収入  107   94  

 営業外収益合計   259     198   

営業外費用       

 支払利息  252   191  

 固定資産除却損  113   131  

 減価償却費   22    4  

  為替差損  －   52  

 雑支出  35   29  

 営業外費用合計  423     410   

経常利益  1,268   2,072  
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     (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

特別利益       

 固定資産処分益  2   －  

 負ののれん発生益   －    57  

 特別利益合計  

  

2     57   

特別損失       

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －   128  

  厚生年金基金脱退特別掛金  －   463  

 災害による損失  －   33  

 特別損失合計  

  

－     625   

税金等調整前当期純利益  

  

1,271     1,505  

法人税、住民税及び事業税  70   203  

過年度法人税等  18   －  

法人税等調整額  △28   △37  

法人税等合計  

  

59     166   

少数株主損益調整前当期純利益  －   1,338  

少数株主利益  107   277  

当期純利益  

  

1,104     1,061   
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連結包括利益計算書 
     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

少数株主損益調整前当期純利益   －     1,338   

その他の包括利益       

その他有価証券評価差額金   －     78   

為替換算調整勘定  －   △200  

 その他の包括利益合計  －   ※2  △121  

包括利益  －   ※1  1,216  

（内訳）       

 親会社株主に係る包括利益  －   1,022  

 少数株主に係る包括利益  －   194  
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（３）連結株主資本等変動計算書 
     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

株主資本             

 資本金       

  前期末残高  2,203   2,203  

  当期変動額       

   当期変動額合計   －     －   

  当期末残高   2,203     2,203   

 資本剰余金       

  前期末残高  1,722   1,722  

  当期変動額       

   当期変動額合計   －     －   

  当期末残高   1,722     1,722   

 利益剰余金       

  前期末残高  4,260   5,211  

  当期変動額       

   剰余金の配当  △154   △198  

   当期純利益  1,104   1,061  

   当期変動額合計   950     862   

  当期末残高   5,211     6,073   

 自己株式       

  前期末残高  △20   △20  

  当期変動額       

   自己株式の取得   △0     △0   

   当期変動額合計   △0     △0   

  当期末残高   △20     △21   

 株主資本合計       

  前期末残高  8,166   9,116  

  当期変動額       

   剰余金の配当  △154   △198  

   当期純利益  1,104   1,061  

   自己株式の取得  △0   △0  

   当期変動額合計   949     862   

  当期末残高   9,116     9,978   
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     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

その他の包括利益累計額       

 その他有価証券評価差額金       

  前期末残高  167   370  

  当期変動額       

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  203   78  

   当期変動額合計   203     78   

  当期末残高   370     449   

 為替換算調整勘定       

  前期末残高  △594   △506  

  当期変動額       

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  88   △117  

   当期変動額合計   88     △117   

  当期末残高   △506     △623   

 その他の包括利益累計額合計       

  前期末残高  △426   △135  

  当期変動額       

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  291   △38  

   当期変動額合計   291     △38   

  当期末残高   △135     △173   

少数株主持分       

 前期末残高  926   1,045  

 当期変動額       

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  119   23  

  当期変動額合計   119     23   

 当期末残高   1,045     1,069   

純資産合計       

 前期末残高  8,665   10,026  

 当期変動額       

  剰余金の配当  △154   △198  

  当期純利益  1,104   1,061  

  自己株式の取得  △0   △0  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  410   △14  

  当期変動額合計   1,360     847   

 当期末残高   10,026     10,874   
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
     (単位：百万円) 

 前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー             

 税金等調整前当期純利益  1,271   1,505  

 減価償却費  3,067   2,605  

 のれん償却額  18   18  

 有形固定資産売却損益（△は益）  △2   △1  

 固定資産除却損  113   131  

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △3   △4  

 賞与引当金の増減額（△は減少）  166   127  

 退職給付引当金の増減額(△は減少)  182   125  

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  15   △8  

 受取利息及び受取配当金  △38   △43  

 支払利息  252   191  

 売上債権の増減額(△は増加)  △2,592   585  

 たな卸資産の増減額(△は増加)  442   △434  

 その他の流動資産の増減額(△は増加)  68   0  

 仕入債務の増減額（△は減少）  1,648   340  

 その他  684   39  

 小計   5,295     5,180   

 利息及び配当金の受取額  38   44  

 利息の支払額  △240   △194  

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払）  128   △175  

 営業活動によるキャッシュ・フロー   5,221     4,854   

投資活動によるキャッシュ・フロー       

 定期預金の預入による支出  △86   △151  

 定期預金の払戻による収入  83   74  

 投資有価証券の取得による支出  △14   △31  

 有形及び無形固定資産の取得による支出  △1,528   △1,562  

 有形固定資産の売却による収入  383   193  

 貸付による支出  △215   △9  

 貸付金の回収による収入  17   38  

 その他  19   －  

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,340     △1,448   

財務活動によるキャッシュ・フロー       

 短期借入金の純増減額（△は減少）  △3,081   △1,946  

 長期借入れによる収入  1,965   1,066  

 長期借入金の返済による支出  △1,060   △1,342  

 自己株式の取得による支出  △0   △0  

 配当金の支払額  △153   △197  

 少数株主への配当金の支払額  △15   △108  

 リース債務の返済による支出  △99   △114  

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,445     △2,643   

現金及び現金同等物に係る換算差額  43   △48  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  1,478   714  

現金及び現金同等物の期首残高  3,138   4,617  

現金及び現金同等物の期末残高   4,617     5,332  
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（５）継続企業の前提に関する注記 
  該当事項はありません。 

 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1 連結の範囲に関する事項 

① 連 結 子 会 社    ５社 ファインシンター東北㈱ 

 ファインシンター三信㈱ 

タイファインシンター㈱ 

アメリカンファインシンター㈱ 

精密焼結合金(無錫)有限公司 

 
2 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、タイファインシンター㈱とアメリカンファインシンター㈱及び精密焼結合金(無

錫)有限公司の決算日は 12 月 31 日であり、ファインシンター東北㈱とファインシンター三信㈱の決算

日は３月 31 日であります。連結財務諸表等の作成に当たっては、同日現在の財務諸表等を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
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3 会計処理基準に関する事項 

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの ……………… 決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの ……………… 移動平均法による原価法 

② デリバティブの評価基準及び評価方法…… 時価法 

③ たな卸資産 

商品・原材料・貯蔵品 ……………… 移動平均法に基づく原価法 

 (貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切り

下げの方法により算定) 

製品・仕掛品  ………………… 総平均法に基づく原価法 

 (貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切り

下げの方法により算定) 

 
(２)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

④ 有形固定資産 (リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社 ………………… 主として定率法によっております。 

海外連結子会社  ………………… 定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建 物 …………… 20 年～50年 

 機 械 装 置 …………… 10 年 

 工 具 器 具 備 品 …………… ２年～10 年 

⑤ 無形固定資産 (リース資産を除く) 

定額法によっております。 

⑥ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース契約のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」

の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ

ております。 
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(３)重要な引当金の計上基準 

⑦ 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

⑧ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。 

⑨ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。 

⑩ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算

上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(５年)による定額法により翌

連結会計年度から費用処理しております。 

⑪ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 

 

(４)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の要件を満たしているので特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘ ッ ジ 手 段 …………… 金利スワップ 

ヘ ッ ジ 対 象 …………… 借入金の利息 

③ ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務と同額でヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理を適用しておりますので、有効性の評価を省略しております。 

4 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時価評価法によっております。 

5 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは 10 年間で均等償却しております。ただし、平成 22年４月１日以降に発生し

た負ののれんについては、その連結会計年度の収益として計上しております。 

6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 

7 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（７）連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

    当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20

年３月 31日）を適用しております。 

    これにより、営業利益及び経常利益への影響は軽微ながら、税金等調整前当期純利益は 148百万円

減少しております。 

 

(連結財務諸表に関する会計基準の適用) 

    当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月

26 日）を適用しております。 

 

    (表示方法の変更) 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当連結会計

年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 (連結包括利益計算書関係) 

  当連結会計年度(自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31日)  

  ※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

     親会社株主に係る包括利益         1,398百万円 

      少数株主に係る包括利益            136百万円 

                           計          1,534百万円 

 

※２  当年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

     その他有価証券評価差額金           203百万円 

      為替換算調整勘定                  118百万円 

                           計            322百万円 

 

【追加情報】 

  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30

日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」および「その他の包括利益累計額合

計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載

しております。 
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)              (単位：百万円未満切捨) 

 粉末冶金製品事業 油圧機器製品事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上及び営業損益 

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高 

(2) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 
売 上 高 又 は 振 替 高 

 

30,094 

― 

 

1,541 

― 

 

31,635 

― 

 

― 

(―) 

 

31,635 

― 

計 30,094 1,541 31,635 (―) 31,635 

営 業 費 用 27,563 1,145 28,708 1,493 30,202 

営 業 利 益 2,531 396 2,927 (1,493) 1,433 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

資 産 

 

24,904 

 

922 

 

25,827 

 

7,835 

 

33,662 

減 価 償 却 費 3,011 28 3,040 27 3,067 

資 本 的 支 出 1,142 4 1,146  (―) 1,146 

 

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 2. 各事業の主な製品 

  ( 1 )粉末冶金製品事業 …… 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品  

  ( 2 )油圧機器製品事業 …… モーターポンプ  

 3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,493 百万円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 10,173百万円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)              (単位：百万円未満切捨) 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高 

(2) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 
売 上 高 又 は 振 替 高 

 

26,495 

983 

 

3,687 

― 

 

1,452 

― 

 

31,635 

983 

 

― 

(983) 

 

31,635 

― 

計 27,478 3,687 1,452 32,619 (983) 31,635 

営 業 費 用 26,392 3,250 1,545 31,189 (986) 30,202 

営 業 利 益 1,086 436 △93 1,429 3 1,433 

Ⅱ 資     産 20,643 4,275 1,973 26,892 6,770 33,662 

 

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 2. 本国以外の区分に属する主な国 

   ア ジ ア …… タイ・中国  

   北 米 …… 米国  

 3. 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(３百万円)は、の

れんの償却額であります。 

 4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(10,173百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び預金)、及び管理部門に係る資産等であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)              (単位：百万円未満切捨) 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 3,731 1,759 5,491 

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 31,635 

Ⅲ 連 結 売 上 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

11.8 5.6 17.4 

 

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 2. 本国以外の区分に属する主な国 

   ア ジ ア …… タイ・中国  

   北 米 …… 米国  

 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（セグメント情報） 

 

【追加情報】 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21

年３月 27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20 号 平成 20年３月 21日）を適用しております。 

 

１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、自動車や鉄道車両等の輸送用機器メーカーを主たる顧客として、金属粉末をもとに高強度、

高精度、耐摩耗性あるいは摩擦摺動性など最終製品が要求する様々な特性を焼結部品の形で実現し、製

造・販売する「粉末冶金製品事業」と高精度、高強度の焼結部品をポンプ心臓部に応用して小型油圧機

器を製造・販売する「油圧機器製品事業」の２つをセグメントとしております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)                 (単位：百万円未満切捨) 

 報告セグメント 
調整額 

（注１） 

連結財務諸表

計上額 

（注２） 

粉末冶金 

製品事業 

油圧機器 

製品事業 
計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

32,548 

― 

 

1,918 

― 

 

34,466 

― 

 

― 

― 

 

34,466 

― 

計 32,548 1,918 34,466 ― 34,466 

セグメント利益 3,399 509 3,909 △1,624 2,285 

セグメント資産 23,198 1,048 24,246 9,043 33,290 

その他の項目      

 減価償却費 2,550 27 2,578 26 2,605 

 有形固定資産及び無形 

固定資産の増加額 
1,979 1 1,980 77 2,058 

(注)１ 調整額は以下のとおりであります。 

(１)セグメント利益の調整額△1,624百万円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな 

い一般管理費であります。 

    (２)セグメント資産の調整額 9,043百万円の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資 

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

(注)２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

至 平成 22年３月 31日)   

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

至 平成 23年３月 31日)   

１株当たり純資産額 407.59円 445.00円 

１株当たり当期純利益 50.12円 48.16円 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   ― 円   ― 円 

（注）算定上の基礎 

（１）1株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 

(平成 23年３月 31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 10,026 10,874 

普通株式に係る純資産額（百万円） 8,981 9,804 

差額の主な内訳（百万円） 

  少数株主持分 
1,045 1,069 

普通株式の発行済株式数（株） 22,100,000 22,100,000 

普通株式の自己株式数（株） 64,935 66,752 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
22,035,065 22,033,248 

 

（２）1株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成 21年４月１日 

至 平成 22年３月 31日)   

当連結会計年度 

(自 平成 22年４月１日 

至 平成 23年３月 31日)   

当期純利益（百万円）  1,104  1,061 

普通株主に帰属しない金額（百万円）   ―   ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,104 1,061 

普通株式の期中平均株式数（株） 22,036,080 22,034,236 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

-21-



(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

５． 個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(平成 23年３月 31日) 

資産の部       

 流動資産       

  現金及び預金  3,642   4,268  

  受取手形  483   576  

  売掛金  6,460   5,795  

  商品及び製品  375   491  

  仕掛品  975   941  

  原材料及び貯蔵品  512   747  

  未収入金  167   193  

  その他  249   56  

  貸倒引当金  △0   △0  

  流動資産合計   12,866     13,068   

 固定資産       

  有形固定資産       

   建物  7,193   7,380  

    減価償却累計額  △3,731   △3,959  

    建物（純額）   3,461     3,421   

   構築物  938   944  

    減価償却累計額  △733   △768  

    構築物（純額）   205     175   

   機械及び装置  25,562   25,484  

    減価償却累計額  △20,904   △21,600  

    機械及び装置（純額）   4,658     3,884   

   車両運搬具  33   32  

    減価償却累計額  △31   △30  

    車両運搬具（純額）   2     2   

   工具、器具及び備品  5,409   5,181  

    減価償却累計額  △4,969   △4,775  

    工具、器具及び備品（純額）   439     406   

   土地  2,969   2,969  

   リース資産  89   120  

    減価償却累計額  △27   △48  

    リース資産（純額）   62     72   

   建設仮勘定  382   540  

   有形固定資産合計   12,183     11,471   
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     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(平成 23年３月 31日) 

  無形固定資産       

   電話加入権  9   9  

   ソフトウエア  8   6  

   リース資産  80   111  

   無形固定資産合計   99     127   

  投資その他の資産       

   投資有価証券  995   1,176  

   関係会社株式  1,750   1,892  

   関係会社出資金  783   783  

   関係会社長期貸付金  151   －  

   従業員に対する長期貸付金  29   24  

   長期貸付金  174   135  

   長期前払費用  14   8  

   その他  45   42  

   貸倒引当金  △15   △10  

   投資その他の資産合計   3,931     4,053   

  固定資産合計   16,213     15,652   

 資産合計   29,080     28,721   

負債の部       

 流動負債       

  支払手形  1,580   1,629  

  買掛金  3,487   3,537  

  短期借入金  6,260   4,785  

  １年内返済予定の長期借入金  1,175   1,176  

  リース債務  46   62  

  未払金  230   463  

  未払法人税等  34   49  

  未払消費税等  250   45  

  未払費用  320   331  

  預り金  31   29  

  賞与引当金  690   809  

  役員賞与引当金  22   25  

  設備関係支払手形  56   212  

  その他  1   35  

  流動負債合計   14,188     13,193   
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     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(平成 23年３月 31日) 

 固定負債       

  長期借入金  2,697   2,450  

  リース債務  105   132  

  繰延税金負債  294   401  

  退職給付引当金  2,349   2,457  

  役員退職慰労引当金  72   78  

    資産除去債務  －   283  

  その他  364   291  

  固定負債合計   5,882     6,095   

 負債合計     20,071     19,289   

純資産の部       

 株主資本       

  資本金  2,203   2,203  

  資本剰余金       

   資本準備金  1,722   1,722  

   資本剰余金合計   1,722     1,722   

  利益剰余金       

   利益準備金  550   550  

   その他利益剰余金       

    固定資産圧縮積立金  60   58  

    別途積立金  3,202   3,502  

    繰越利益剰余金  920   966  

   利益剰余金合計   4,733     5,077   

  自己株式  △20   △21  

  株主資本合計   8,638     8,982   

 評価・換算差額等       

  その他有価証券評価差額金  370   449  

  評価・換算差額等合計   370     449   

 純資産合計   9,009     9,431   

負債純資産合計   29,080     28,721   
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（２）損益計算書 

     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

売上高   26,988     28,517   

売上原価       

 製品期首たな卸高  428   343  

 商品期首たな卸高  28   31  

 当期製品製造原価  22,148   24,352  

 当期商品仕入高  1,243   678  

 合計   23,848     25,407   

 製品期末たな卸高  343   462  

 商品期末たな卸高  31   28  

 売上原価合計   23,473     24,915   

売上総利益   3,514     3,601   

販売費及び一般管理費       

 荷造運搬費  563   585  

 役員報酬  61   63  

 給料  628   634  

 賞与  157   206  

 退職給付費用  83   62  

 福利厚生費  133   170  

 交際費  3   4  

 旅費及び交通費  46   64  

 研究開発費  248   240  

 その他  647   697  

 販売費及び一般管理費合計   2,573     2,729   

営業利益   941     872   

営業外収益       

 受取利息  20   11  

 受取配当金  139   444  

 設備賃貸料  175   158  

 技術指導料  13   －  

 業務受託手数料  22   －  

 助成金収入  25   11  

 作業くず売却収入  25   40  

 雑収入  98   84  

 営業外収益合計   521     752   
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     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

営業外費用       

 支払利息  161   123  

 貸与資産減価償却費  170   142  

 固定資産除却損  88   77  

 雑支出  52   58  

 営業外費用合計   472     401   

経常利益   990     1,222   

特別利益       

 固定資産処分益  2   －  

 特別利益合計   2     －   

特別損失       

 投資損失引当金繰入額  364   －  

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －   128  

 厚生年金基金脱退特別掛金  －   425  

 災害による損失  －   33  

 特別損失合計   364     587   

税引前当期純利益   628     635   

法人税、住民税及び事業税  11   39  

過年度法人税等  18   －  

法人税等調整額  △8   53  

法人税等合計   21     93   

当期純利益   607     542   
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(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

（３）株主資本等変動計算書 

     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

株主資本             

 資本金       

  前期末残高  2,203   2,203  

  当期変動額       

   当期変動額合計   －     －   

  当期末残高   2,203     2,203   

 資本剰余金       

  資本準備金       

   前期末残高  1,722   1,722  

   当期変動額       

    当期変動額合計   －     －   

   当期末残高   1,722     1,722   

  資本剰余金合計       

   前期末残高  1,722   1,722  

   当期変動額       

    当期変動額合計   －     －   

   当期末残高   1,722     1,722   

 利益剰余金       

  利益準備金       

   前期末残高  550   550  

   当期変動額       

    当期変動額合計   －     －   

   当期末残高   550     550   

  その他利益剰余金       

   固定資産圧縮積立金       

    前期末残高  61   60  

    当期変動額       

     固定資産圧縮積立金の取崩  △1   △1  

     当期変動額合計   △1     △1   

    当期末残高   60     58   

   別途積立金       

    前期末残高  6,102   3,202  

    当期変動額       

     別途積立金の積立  －   300  

     別途積立金の取崩  △2,900   －  

     当期変動額合計   △2,900     300   

    当期末残高   3,202     3,502   
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(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

 

     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

   繰越利益剰余金       

    前期末残高  △2,434   920  

    当期変動額       

固定資産圧縮積立金の取崩  1   1  

     別途積立金の積立  －   △300  

     別途積立金の取崩  2,900   －  

     剰余金の配当  △154   △198  

     当期純利益  607   542  

     当期変動額合計   3,354     45   

    当期末残高   920     966   

  利益剰余金合計       

   前期末残高  4,280   4,733  

   当期変動額       

圧縮積立金の取崩  －   －  

     別途積立金の積立  －   －  

     別途積立金の取崩  －   －  

    剰余金の配当  △154   △198  

    当期純利益  607   542  

    当期変動額合計   453     344   

   当期末残高   4,733     5,077   

 自己株式       

  前期末残高  △20   △20  

  当期変動額       

   自己株式の取得  △0   △0  

   当期変動額合計   △0     △0   

  当期末残高   △20     △21   

 株主資本合計       

  前期末残高  8,185   8,638  

  当期変動額       

   剰余金の配当  △154   △198  

   当期純利益  607   542  

   自己株式の取得  △0   △0  

   当期変動額合計   452     343   

  当期末残高   8,638     8,982   
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(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

 

     (単位：百万円) 

 前事業年度 

(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当事業年度 

(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

評価・換算差額等       

 その他有価証券評価差額金       

  前期末残高  167   370  

  当期変動額       

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  202   78  

   当期変動額合計   202     78   

  当期末残高   370     449   

 評価・換算差額等合計       

  前期末残高  167   370  

  当期変動額       

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  202   78  

   当期変動額合計   202     78   

  当期末残高   370     449   

純資産合計       

 前期末残高  8,353   9,009  

 当期変動額       

  剰余金の配当  △154   △198  

  当期純利益  607   542  

  自己株式の取得  △0   △0  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  202   78  

  当期変動額合計   655     422   

 当期末残高   9,009     9,431   

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 
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(株)ファインシンター（5994）平成 23年 3月期決算短信 

 

６． その他 

 

（役員の異動） 

 

本件は、平成 23 年６月 24 日開催予定の定時株主総会後、正式に決定される予定です。 

 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動 

 

新任取締役候補   

取締役 中森 広造 （現 川越工場長） 

   

退任予定取締役   

取締役 吉澤 秀夫  

   

新任監査役候補   

監査役 篠原 幸弘 （現 株式会社デンソー 

  ディーゼル噴射事業部長） 

退任予定監査役   

監査役 宮木 正彦  
   

昇格予定取締役候補   

専務取締役 佐竹 茂 （現 当社常務取締役） 

常務取締役 米川 佳人 （現 当社取締役） 

   

   

 

 

 

 

 

 

以上 
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